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「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
標

国際会⻑
主題

IBC DBC

Wichian Boonmapajorn(タイ)

交流はワイズの醍醐味。クラブや部を超えた出会いを
楽しみましょう。

”Misson with Faith”(信念あるミッション)
「言葉より⾏動を」

アジア地域会⻑
主題

西日本区強調月間

語

Edward K.W. Ong（シンガポール）

中井信一

”Through Love, Serve”(愛をもって奉仕をしよう)

⻄日本区理事
主題

遠藤通寛 (大阪⻄）

今 月 の 聖 句

”You can do it！Yes,you can！”
「あなたならできる！きっとできる」
京都部部⻑
高田敏尚 (京都クラブ）
主題
｢いつも喜んでいなさい」

わたしは世の光である。わたしに従うものは暗闇の中
を歩かず、命の光を持つ。
ヨハネによる福音書第8章12節
会

PRES ENC E

第３６代

〜役目を果たそう、楽しみながら〜

会長主題

国際・交流事業主任

加藤秀⾏

⻑

副会⻑

角谷多喜治

書

記

安平智史・藤居一彦

会

計

⽴山隆一

新年のご挨拶

会⻑

加藤秀⾏

ウエストの皆様、新年あけましておめでとうございます。

今年の冬は暖冬の予報が出ておりますが⻄日本では花粉の飛散が多くなりそうです。それと厄介なのは中国からのＰ
Ｍ2.5ですがテレビに映し出される画像はとても人間が住める場所ではありませんし中国ならではの場当たり的な対
策(製造業と⾞の間引き)しか講じていないのが現状です。冬の間は日本ではマスクなどの対応しかありません。まさ
に息苦しい状況が続きます。注意報が出た場合は外出は控えたほういいでしょう。
今年は申年です。⾒ざる、聞かざる、言わざるの三猿は日光東照宮にありますが私としてはこの逆バージョンでよ
く⾒てよく聞いて,大いに主張して後期を乗り切ろうと考えて居ります。
それと聖徳太子の言葉とされています『和を以て貴しとなす』の精神でこれまでと同様に皆様にはお互いが助け合
い積極的にワイズ活動への取り組みをお願いします。
今期は前期に大きな⾏事を終えておりますが1月にはウエスト、みやび、洛中、プリンスの4クラブ合同例会を宝ヶ
池プリンスホテルにて開催します。2月のＴＯＦ例会では森田ワイズを講師に迎えワイズ活動の熱き思いをレクチャー
していただく予定です。また3月5日(土)〜6日(日)の1泊例会は⻲岡の湯の花温泉で計画しておりますが現地集合解散
で例会と議題の内容はドライバー委員会で考慮していただきます。このように骨組みはほぼ確定しております。他に
も色々な⾏事がありますが6月の引継ぎ例会、⻄日本区大会で締めくくりです。
仕事優先は勿論ですができる限りの例会、⾏事への参加をお願いします。私もウエストクラブに入会しまして8年
目を迎えますがメール等で三役の方々にはご迷惑をお掛けしております。
まだまだ会⻑として至らない部分もありますが引き続き皆様のご協⼒を得まして会⻑職を全っとうする所存ですの
でよろしくお願いします。
メンバー数

会
員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ
合

計

29名
2名
1名
33名

12月出席率100％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
11月出席率96.4％

第二例会

第一例会

メ
ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター
合

計

21名
1名
0名
0名
0名
22名

メ
ン
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

24名
8名
15名
5名
0名

前 月 累 計 92000円
第 二 例 会 10000円

合

52名

累

計

ファンド

ニコニコ

前月累計
内ポテト
12月
合計

745960円
724000円
0円
745960円

前月累計
12月

12831円
0円
12831円

東北支援募⾦

計

102000円

合

計

京都ＹＭＣＡクリスマスロビーコンサート

メットさんお二人、まず大前芽以さんはオリックスチア
ガールのダンス、次に大前龍佑君はラグビースタイルで
2015.12.8(⾦)
京都YMCA
のパフォーマンス。
Ｙサ委員⻑ 牧野万⾥子
最後は市橋ワイズのコメット、市橋さらさんのクラリ
12月18日（⾦）、ウエストクラブが協賛する京都聖 ネットと河合ワイズのフルートアンサンブルは素晴らし
⺟学院の生徒さんによるハンドベル演奏が⾏われました。 かったです。今後の活躍が期待出来そうです！！
加藤会⻑の司会により演奏が始まりました。ハンドベル
の演奏はクリスマスの雰囲気を盛り上げてくれ、参加者
は素敵な演奏に耳を傾けておりました。続いて市⺠クリ
スマスが始まり、浅野献一牧師よりクリスマスメッセー
ジをいただき、クリスマスキャンドルサービスへと移り
ました。ＹＭＣＡ、ワイズメンズクラブの関係者、一般
の方々で、三条本館、新京極界隈で賛美歌、クリスマス
ソングを歌い、平和をお祈りし、クリスマスをお祝いま
した。

参加者

加藤、桂、河合、鈴木、山田、牧野

クリスマス例会報告

2015.12.20(日)

京都ロイヤルホテル＆スパにて
ドライバー委員⻑

野田泰伸

子供のファッションショーでは先月入会された胡内ワイ
ズのコメットさんをはじめ２歳から１２才のコメット、
孫メットのみなさんが次々と音楽に合わせて衣装を披露
しました。最終加藤会⻑を中心に出場者全員整列するな
ど、リハーサル無しで⾒事なショーを開催することが出
来ました。その後平安徳義会の高校生二人と出席コメッ
ト、孫メットに福田サンタさんからプレゼントが手渡さ
れました。
加藤会⻑期の半期の締めくくりのファミリークリスマ
ス例会に多くのゲスト、ファミリーに参加していただき、
例会が盛り上がりましたことをＥＭＣ・ドライバー委員
会として感謝いたします。

新入会員歓迎会 兼 忘年会

2015.12.27(土)

馳走いなせやにて
ブリテン・広報委員⻑

市橋清太郎

11月第二例会にて入会式を執り⾏われた林茂・胡内大

１８：００定刻通り子供たちによるキャンドルサービ
スで始まりました。第一部は山田ワイズの司会で順調に
滑り出し、平安徳義会は山下様から、家族紹介はメンバー
からそれぞれ紹介し山田ワイズのお父様も参加していた
だきました。阿部連絡主事のクリスマスメッセージのあ
と、塚本ワイズの乾杯で楽しいお食事タイム。各テーブ
ル毎にカードマジックを楽しみながら、会話が弾みまし
た。
第二部は牧野ワイズの司会と岩本ワイズのアトラクショ
ン進⾏で始まりました。４組のアトラクションと１０組
のファッションショーです。初めは福田メネットのオカ
リナ演奏と福田ワイズのカラオケ。続いて加藤会⻑の孫

輔、両ワイズの入会歓迎会と忘年会を兼ねて開催されま
した。
会場のいなせやさんは京都めいぷるクラブのメンバー
さんのお店で、古いお屋敷を改築したとても京都らしい
雰囲気のお店で、その二階のお座敷を借り切っての宴会
でした。宴も盛り上がってきたところで、本日の主役、
林茂ワイズと胡内大輔ワイズの改めての自己紹介とごあ
いさつがあり、その次にベテランメンバーから歓迎のお
言葉がありました。ベテラン数名の挨拶で終わると思い
きや、俺も私も…と次々と自ら⽴ち上がったり？強引に？
指名されたりで、結局、ほぼみんなが歓迎のメッセージ
を伝えることになりました。何とも当クラブらしい光景
でした。
年の瀬も押し迫った日程でしたがメンバー22名の参加
で大いに盛り上がりました。その後、多くのメンバーが
おとなしく帰らなかったのは言うまでもありません…。

2016年今年の抱負を一言！
今年の抱負をメンバーにインタビューしました！

(全員ではありませんので掲載できなかった方、お許しくだ
さい！)

安平書記・・・革新 守るべきもの、変えないくて
はいけない事を精査する一年にします！
藤居書記・・・今年こそ、遊ぶぞ！
角谷副会⻑・・・藤居ワイズについていきます！
渡邉ファンド委員⻑・・・最高の一年にします！
島田ワイズ・・・
健康に気をつけて、例会に出席します！
中原交流委員⻑・・・仕事に⼒入れます！
桂ワイズ・・・毎日を機嫌よく！
野田ドライバー委員⻑・・・飛躍！
牧野Ｙサ・ユース委員⻑・・・挑戦！
林(正章)ＥＭＣ委員⻑・・・環境をチェンジ！今年
も一年、楽しく仕事をする！
吉川ワイズ・・・できる限り、今年はボランティア
活動に参加する！
澤田ワイズ・・・広げようほほ笑みと、ワイズの和！
河合ワイズ(⻄日本区Ｙサ・ユース事業主任)・・・
⻄日本区のお役目、ウエストクラブの活動共々、
全うし、お役に⽴てるよう努⼒したいと思います。
塚本ワイズ・・・今年は化ける！
茂山ワイズ・・・本年はまず仕事の足場を固め、ワ
イズ活動に早く復活したいと思っております。
鈴木特別メネット・・・健康に気をつけ、沢山の方々
と楽しく交流し、何時までも自⽴した生活ができま
すように！
⾦澤ワイズ・・・今年も楽しみます！
草野ワイズ・・・ウエストクラブは私にとって永遠
の存在です。お⾒捨て無きよう、宜しく！
林(茂)ワイズ・・・ハマリます。
山本CS委員⻑・・・楽しんでやって⾏きたいです！
(掲載順不同)

1月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
松本忠正
阿倍和博
山本幸仁
河合久美子
安平知史
⽴山隆一
草野敬子メネット 渡邉栄⾥メネット
1月 ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
岩本敬子・清夫妻
市橋清太郎・ちさ夫妻
中原一晃・優子夫妻
新連載、社⻑に聞く！
第三回「からだ元気治療院

京都南店」

ライフリンクス代表 茂山智廣ワイズ
このコーナーではメンバーで事業を営まれている
経営者に、日ごろワイズではあまりしない、お仕事
のお話を聞いていきます。
会社概要：当院は、ご高齢者、お体の不自由な方の
為の、はり・きゅう・マッサージを⾏う訪問専門の
治療院です。全国展開しているフランチャイズ型の
治療院で京都南店として、2015年に開院・加盟しま
した。
起業のきっかけは？：元々の不動産事業の縮小に伴
い、色々と他業種を模索していたところ、偶然この
事業に出会いました。
これからの超高齢化社会に必ず必要とされる事業
であると思っております。
今後の目標、ビジョンについて：今のところはひた
すら治療院のPRと言ったところですが、年内には⿊
字転換し、施術師の先生
を一人ずつ増やして⾏
きたいと思っておりま
す。
世間に必要がなけれ
ば淘汰されるばかりで
すが、患者さんのため、
そのご家族のために必
ず役に⽴ち喜んでいた
だける仕事ですので、
安定経営に向けて前進
するのみです。

お詫びと訂正

11月号3ページの「京都ＹＭＣＡ こおろごと共に」の
タイトルに誤記がございました。
誤：こうろご→正：こうろぎ
寄稿頂きました鈴木特別メネットとご関係者様、読者の
皆様にお詫びし、訂正させて頂きます。

0 1 2 0 -3 4 5 -5 1 5
京都市内全域訪問致します！

12月オープン役員会兼第一例会（通算770回例会)12/10
司会 藤居書記
議事録製作者 中原交流委員⻑
＜報告事項＞
1 11/14 ⻄中国部会 参加報告
これが最終部会でした。広島ＹＭＣＡの研修施設で開催されました。
山の中の研修所で⻑い部会でした。ＹＹＹフォーラムとＥＭＣ研修
もあった。そのあとこんにゃく作りの体験があり充実した部会でし
た。来年の台北でのユースコンボケーションのお知らせをしました。
⻄日本区からは５名の枠があります。1/10締め切りです。 河合Y
サ主任
2 11/15 みやこふれあい祭り 報告
焼きそばとわらびもちを振舞いました。
山本CS委員⻑
3 11/15 ワイズデー・舞鶴街頭募⾦ 報告
参加人数も２６名の参加を頂き赤レンガで募⾦を⾏い、\17,000
の募⾦額でした。舞鶴ＹＭＣＡからもお礼文が来ています。
牧野Yサ委員⻑
4 11/15 ワイズデー・舞鶴街頭募⾦＆みやこふれあい祭り 合同打
上げ報告
他クラブの方の参加も頂き、有意義な交流ができたと思います。京
都部のワイズデー資⾦から\70,000の拠出を頂けることとなった。
牧野Yサ委員⻑
5 リトセンオータムフェスタ報告
当日はバイパスで事故があり、来場者が遅れられて来られた。塚本
ワイズの綱引きは相変わらず、絶賛されていた。牧野Yサ委員⻑
6 11/26 11月第二例会「おともだち例会」報告
100名の来場枠でしたがいい人数が来ていただけ良い交流ができた
と思います。 林EMC委員⻑
7 希少難病研究支援豚肉ファンドについて
１１個のご協⼒をいただきました。 渡邊ファンド委員⻑
8 みかんファンド・美山醤油ファンドについて
それぞれ８２個、２１個の販売を頂きました。追加あればお知らせ
ください。
みかんは12日AM10:00〜引き取りお願いします。 渡邊ファンド
委員⻑
9 12/20 クリスマス例会について
役員会の後、委員会を⾏います。お子様のファッションショーを企
画したいと思っています。各人のかくし芸・特技をご披露願いたい
と思っています。募集します。マジシャンのテーブルマジックも予
定しています。今回プレゼント交換は⾏いません。 林EMC委員⻑
10 12/26 ウエスト忘年会について
18:00〜いなせやさん、にて⾏います。\6000の予算です。
11 1/8 WRM+プリンス 合同新年会について
19:00〜グランドプリンスホテルにて。ゲーム本物は誰だ！自薦、
他薦を問わず募集します。総合司会はプリンス協賛⾦は各クラブ\1
0000の予定です。\8000の登録費のため\1000の自己負担をお願
いします。 加藤会⻑
12 ロビーコンサートについて
12/18ウエスト担当のハンドベル演奏 謝礼は\20000の予定 18
:30から演奏。
ウエストの協⼒は17:30の予定
牧野Yサ委員⻑
13 1/16 竹林ワークについて
AM9:00から予定しています。除草剤を蒔いたのでどうなっている
か楽しみです。
山本CS委員⻑
14 3/5-6 ウエストクラブ 一泊例会について
⻲岡湯の花温泉で予定したと思っています。6日がチャリティゴル
フ開催のため。
林EMC委員⻑
15 各事業委員会の予算執⾏状況について
12/3現在の⾦額です。
⽴山会計
16 各種献⾦の⻄日本区送⾦について
期日に遅れないように振り込みます ⽴山会計
17 ウエスト各事業委員会 半期事業報告の提出について
1月１０日ごろまでには提出して下さい。書式はメールで回します
18 各事業委員会報告
記念誌委員会から、会則もまとめた記念誌としたい。
別冊にするかは委員会一任でご了承ください。
各事業委員⻑
＜協議事項＞
1 草野ワイズから次期功労会員への変更依頼があった。来月の議
案に入れます。
＜他クラブ関係＞
1 舞鶴ワイズメンズクラブ設⽴準備委員会について
1月の新年例会でアピールに来られる。人口９万の町で多くは望め
ないですが、最初は少なくてもと思っています。 加藤会⻑
＜ＹＭＣＡ関係＞
1 12/12「〜ワークショップ〜みんなで考えよう 日本の難⺠受
け入れ」について
書記から説明あり 藤居書記
2 12/18 クリスマス ロビーコンサートについて
ご参加のメンバーはご協⼒にお願いします。
牧野Yサ委員⻑
3 2/7 国際協⼒チャリティーイベントへのご協⼒のお願い
バザー・世界の料理等クラブで協⼒願いたいと依頼が来ています。
藤居書記
4 2/27石巻の津波石建⽴計画 除幕式と感謝祭開催について
石巻の名振に⽴つことになっています。５クラブで8万ほどの依
頼があり、そのように支出した。石の裏にはクラブの名前も記載
されることとなった。神⼾⻄クラブから１０万円の寄付振込みが
あった。ウエストでも引き続いて献⾦をお願いします。藤居書記

5 ＹＭＣＡのブランドイメージ調査にご協⼒してください。
阿部主事
＜京都部関係＞
1 1/10締切 半年報提出について
書記から⻄日本区への報告です。 藤居書記
2 2/28チャリティボウリング大会のお知らせ
１６日締め切りですので参加希望者は藤居まで。 藤居書記

ＹＭＣＡニュース
1．平和のための開発教育セミナー
平和をテーマにした「開発教育」の入門編のセミナーです。疑
似体験やグループワークを通じて、気づきを人と分かち合うこ
とから、自分の考えを振り返るきっかけを作ってみませんか？
日時①１月２２日（⾦）テーマ：貿易ゲーム
②２月２６日（⾦）テーマ：フォトランゲージ―地球の食卓
③３月２５日（⾦）テーマ：「ちがいのちがい」
時間はいずれも午後７時〜９時
場所

京都ＹＭＣＡ

三条本館

参加費 無料

2．ネパールチャリティーバザー
ネパールＹＭＣＡが運営する児童養護施設の支援のためにネ
パールチャリティーバザーを開催します。
世界の料理が味わえる屋台やバザー、ネパール文化とふれあえ
るイベントも企画中です。収益⾦はネパールＹＭＣＡの児童養
護施設の支援のために使われます。バザーの商品も募集中です。
ぜひご協⼒ください。
日時：２月７日（日）午前１１時〜午後３時

3．春のスキーキャンプ参加者募集中！
会員外の方は各キャンプ費用のほかにシーズン会費１，５０
０円(ファミリーは３，０００円)が必要です。
全てのプログラムお申込・お問合せは 三条本館
電話０７５－２３１－４３８８ まで。
（Ｅ－ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org

２ ０１ ６年１ 月スケ ジュー ル
1/7

木

三役会

19:30

京都YMCA

1/8

⾦

WRM新年例会

19:00

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽ

1/16

土

竹林ワーク

9:00

⻄山竹林

1/14

木

役員会(第一例会

19:00

京都YMCA

２ ０１６ 年２月 スケジ ュール
2/４

木

三役会

19:00

京都YMCA

2/7

水

国際協⼒チャリティー
11:00
イベント

京都YMCA

2/10

日

役員会(第一例会

19:00

京都YMCA

2/25

木

TOF例会

18:00

京都YMCA

2/28

日 京都部ボウリング 15:00

しょうざん

編集後記：謹賀新年 今期も半分過ぎました。後半
もがんばって、よりよいブリテンを作って⾏きたい
と思います。本年も京都ウエストブリテンを宜しく
お願い致します。。
編集⻑
この会 報誌はやましな工 房（山科共同作業 所）の協力で製
本し ています。

